
PRESS RELEASE 2017.3.8 

２０１７年４月５日（水）１０：００ 

 株式会社ジェイアール東日本都市開発が運営するショッピングセンター「シャポー

本八幡」（ＪＲ総武線 本八幡駅直結）は、2017年4月5日（水）に第３期リニューア

ルオープンします。 

NEW ９SHOP    RENEWAL １１SHOP 
シャポー本八幡 第３期リニューアルオープン！ 

 シャポー本八幡はＪＲ東日本の本八幡駅耐震補強工事に伴い、2015年4月から順次クローズをしておりま

す。2016年12月の第２期オープンにつづき、2017年4月5日（水）、第3期がリニューアルオープンします。 

（１）リニューアルコンセプト 

毎日にひとつ上の「くつろぎ」と「こだわり」を。専門店機能を強化し、まちの魅力を高める空間を提案し 

ます。駅をご利用の方、地域にお住まいの方々がシャポーに行けば「くつろげる」場所がある、「こだわり」

のある商品やお店がそろっている、と思っていただけるショッピングセンターになります。 

（２）業種・業態 

こだわりの商品で日々の食卓を彩る食のシーンを提案するゾーンとして、生鮮食料品、惣菜、和洋菓子などバ

ラエティ豊かな２０ショップがリニューアルオープンいたします。 

（３）お客さまサービス 

無料Wi-Fiサービスの展開 

１．開発計画概要 

北側エントランスイメージ １Ｆ店内イメージ 



（１）施 設 名   シャポー本八幡 
（２）所 在 地   ＪＲ総武線 本八幡駅直結 〒272-0021 千葉県市川市八幡2-17-1  
（３）開 業 日   1972年10月 
（４）売場面積  11,424㎡（今回リニューアル 1,320㎡）  
（５）店 舗 数   20店舗 
（６）営業時間  10：00～21：00 
    

（１）会 社 名  株式会社ジェイアール東日本都市開発 
（２）代 表 者  代表取締役社長 出口 秀已 
（３）設立年月 1989年（平成元年）4月20日 
（４）所 在 地  東京都渋谷区代々木2－2－2 ＪＲ東日本本社ビル13階 
（５）会 社ＨＰ http://www.jrtk.jp/ 

２．施設概要 

３．運営会社概要 

＜取材のお問い合わせ先＞ 
      株式会社ジェイアール東日本都市開発 ショッピングセンター事業本部 
     営業部 販売促進課：ＴＥＬ(03）5334-1055  ＦＡＸ(03)5334-1052 
  住友（sumitomo@jrtk.co.jp）、堀越（m-horikoshi@jrtk.co.jp） 
     マーケティング開発部 開発課：TEL（03）5334-1056 ＦＡＸ(03)5334-1052 
  久保（y-kubo@jrtk.co.jp）、大西（i-ohnishi@jrtk.co.jp） 

リニューアルエリア 全体図 

リニューアルエリア拡大図 



自主改装 

移転 

新規出店 

既存継続 

４．ショップ概要 

ＮＯ． ロゴ
ショップ名

（フリガナ）
会社名 業種 ブランド紹介 ＮＥＷ ＲＥＮＥＷＡＬ

1
魚力

(ｳｵﾘｷ)
㈱魚力 鮮魚

創業以来「安心・安全・満足」をモットーに、鮮魚専門店

として魚の鮮度、価格、味にこだわり続け、毎朝当社のバ

イヤーが市場で買付けた新鮮な魚をお客様へ提供して

おります。また、鮮魚専門店ならではの「旬の魚・こだわり

のネタ」を使用したテイクアウト寿司も品揃えしておりま

す。

○

2
澤光青果

（ｻﾜﾐﾂｾｲｶ)
㈱澤光青果

果物

青果

青果取扱量が東洋一の大田市場で、自社の“目利き”

がその日に仕入れた鮮度抜群の野菜・果物を販売。さら

に「健康を売る」をモッ　トーに、安心・安全でリーズナブル

な新鮮な野菜、クオリティーの高い果物をお客様に毎日

お届けします。
○

3
ニュー・クイック

(ﾆｭｰ･ｸｲｯｸ)
㈱ニュー・クイック

精肉

惣菜

お肉の専門店としての豊富な商品力が自慢です。

お祝いからデイリーまでお肉のことならお任せください！

また、毎月9、19、29日は『クイックの日』セールを開催し

ます。

是非お立ち寄りくださいませ。
○

4
肉のアマイ

(ﾆｸﾉｱﾏｲ)
㈱アマイ

精肉

惣菜

昭和3年、初代天井甚吉が神田錦町にて「天井商店」

を創業。昭和39年の東京オリンピック選手村にも納品す

るなど食肉業界のパイオニアとして育んでまいりました。仕

入から加工まで全てアマイで行い、最高級の黒毛和牛を

取り揃えております。上質な素材を生かした手作り惣菜も

魅力です。

○

5
大川水産

(ｵｵｶﾜｽｲｻﾝ)
大川水産㈱ 塩干

自社製造の干物を始め、全国から良質な海の幸を集め

た「塩干物セレクトショップ」です。大川水産なら必ず美味

しいものが見つかる！そんなお客様の期待を満たすため

に、サービスにもこだわっています。専門店ならではのひと

味違う美味しさで、幸せも「ひとしお」をお約束します。
○

6
グリーン・グルメ

(ｸﾞﾘｰﾝ･ｸﾞﾙﾒ)
㈱ロック・フィールド 惣菜

グリーン・グルメはRF1がプロデュースするそうざいのセレク

トショップ。和・洋・アジアの野菜いっぱいのSOZAIを提案

いたします。「RF1」を中心に、「神戸コロッケ」「アジアン・

サラダ　融合」「日本のさらだ　いとはん」のサラダやフライ、

料理などを取り揃えています。
○

7
eashion

(ｲｰｼｮﾝ)
カネ美食品㈱ 洋惣菜

「eashion（イーション）」とはeat（食べる）＝

fashion（ファッション）をコンセプトに、素材や産地にこ

だわった食材を使用した様々なアイテムでお客様一人ひ

とりのライフスタイルに、セレクトする楽しみ・食べるシチュ

エーションを発信していく洋風惣菜店です。
○

8
とんかつ和幸売店

(ﾄﾝｶﾂﾜｺｳ　ﾊﾞｲﾃﾝ)
㈱東邦事業

惣菜

弁当

昭和33年創業以来、こだわりの味と伝統の技術を守り

続けている、とんかつ専門店です。豚肉を生パン粉に包

み、植物性100%の揚げ油で作り上げます。お惣菜をお

買い上げのお客様にはキャベツとソースを無料で差し上げ

ております。
○

9
鶏むら

(ﾄﾘﾑﾗ)
㈱ミキフーズ

惣菜

(鶏）

全ての商品が国産鶏を使用し安全安心の出来立て惣

菜を販売致します。焼き鳥は自社独自のタレ、こだわりの

塩を使い、柔らかくジューシーな逸品に仕上げております。

○

10
横浜　昇龍園

(ﾖｺﾊﾏ　ｼｮｳﾘｭｳｴﾝ)
㈱大和グループ

惣菜

（中華）

本格中華料理をご家庭で味わえる中華専門店です。店

内厨房にて手作りにこだわり、食材を一つ一つ心を込めて

作り上げた中華料理をお召し上がりください。

○



自主改装 

移転 

新規出店 

既存継続 

４．ショップ概要 

ＮＯ． ロゴ
ショップ名

（フリガナ）
会社名 業種 ブランド紹介 ＮＥＷ ＲＥＮＥＷＡＬ

11
和惣菜　みよかわ

(ﾜｿｳｻﾞｲ　ﾐﾖｶﾜ）
㈱美濃忠

惣菜

(和食）

天ぷら、煮魚、煮物を中心とした手作りのぬくもりを感じる

和惣菜本八幡の人々に寄り添う品揃えとおもてなしで

日々の暮らしをもっと豊かに、楽しく、おいしく。地元育ち

の「みよかわ」が感謝を込めて千産千消活動を推進し、

地元食材を使った和惣菜をご提供させて頂きます。
○

12 京樽

(ｷｮｳﾀﾙ)
㈱京樽 寿司

今年創業85年を迎えたおすしのお持ち帰り専門店で

す。おなじみの茶きん鮨をはじめ伝統の技で作る上方

鮨、巻きずしなどを各種ご用意いたしております。日本の

味「おすし」に京樽の心を託し、心のこもった商品をお届

けします。

また、季節毎のオススメ品やお買得品もございますので、

お食事、お土産にぜひご利用くださいませ。

○

13
すし三崎港

(ｽｼﾐｻｷｺｳ)
㈱京樽 寿司

新鮮で美味しい江戸前鮨のお持ち帰り店です。ランチ

で、ご家族で、様々な用途でご利用いただける商品を取

り揃えております。また季節限定商品の販売や本まぐろを

お値打ち価格でご提供する「本まぐろ祭」などお得なキャ

ンペーンも行っています。
○

14
豆狸

(ﾏﾒﾀﾞ）
㈱阪急デリカアイ いなりすし

大阪北が発祥のいなり専門店です。40年以上守り抜い

てきた伝承の味付けで素朴な中にもどこか懐かしい味わ

いの定番いなりと毎月登場する月替わりいなりと季節感

満載の季節いなりなど選ぶのが楽しくなる商品をご用意し

ております。
○

15
福俵

(ﾌｸﾀﾞﾜﾗ)
㈱阪急デリカアイ

おこわ

弁当

おこわ専門店『福俵』はもち米100％こだわり定番の赤

飯や鶏ごぼうおこわのほかに月替わりで入れ替わる当月

のおこわと季節感のある季節おこわをご用意しておりま

す。またおこわ入りのお弁当も食材にこだわり、季節感や

色とりどりのお弁当に仕上げ日々のお食事はもちろん、集

いの会にもご利用いただけます。

○

16
銀座あけぼの

(ｷﾞﾝｻﾞｱｹﾎﾞﾉ）
㈱曙 和洋菓子

銀座あけぼのは、銀座で育った菓子屋です。戦後、「新

しい日本の夜明け」を願う気持ちが「あけぼの」という名前

に込められております。創業以来、時代やお客様の好み

の変化とともに、つねに新しいことに挑戦し、喜んでいただ

くことで今日までやって参りました。お菓子が満たすのはお

腹ではなく心。今を生きるお客様の心を満たしつづけるこ

と、それが私ども銀座あけぼのの仕事です。

○

17
文明堂

(ﾌﾞﾝﾒｲﾄﾞｳ)
㈱文明堂東京 和洋菓子

１９００年（明治３３年）長崎の地にて創業。吟味

された素材と、熟練職人の技による菓子づくり。そこから

生み出される美味しさに、真心を添えお届けします。カス

テラ、三笠山、カステラ巻をはじめ多くの菓子を取り揃え、

お客様の笑顔の為に美味しい菓子をご提供いたします。
○

18
三原堂本店

(ﾐﾊﾗﾄﾞｳﾎﾝﾃﾝ)
㈱三原堂本店 和洋菓子

日本橋人形町に明治十年創業。伝統の味を守りなが

ら、新しい味にも取り組んでおります。塩せんべい、どら焼

等、お土産やご進物としてご好評をいただいております。リ

ニューアルオープンに伴い地域のお客様に親しんで頂ける

よう本八幡店限定のお菓子を和洋それぞれご用意いた

しました。

○

19
餡専菓

(ｱﾝｾﾝｶ)
㈱ヤマザキ 大判焼

北海道産小豆を使用したこだわりの餡を当店独自の配

合でしっとり仕上げた生地に包みこみ焼き上げた「大判焼

き」をその場で焼きあげ、お客様に焼きたての美味しさを

是非、味わって頂きたいと存じます。他にも人気のカス

タード、白あんなど、季節に応じた様々な味をお試しくださ

い。

○

20
茶丸山園

(ﾁｬﾏﾙﾔﾏｴﾝ)
㈱丸山園本店

茶

海苔

日本茶専門店として、静岡の深蒸し煎茶を中心に、全

国の有名茶産地の茶葉を販売しております。その他、海

苔、抹茶、急須、茶道具等、お茶に関わる商品を多数

取り揃えてご用意しております。 ○



ＪＲＥポイント 6.JREポイントカード 

シャポー本八幡ではＪＲＥポイントカードを12月8日（木）から導入していますが、 
このリニューアルに合わせて4月4日（火）～4月10日（月）まで 
ご入会の受付カウンターを設置いたします。 
 
 

ＪＲＥポイント ５．オープニングキャンペーン 

■プレオープン 
 オープン前日の4月4日（火）にリニューアルショップのお披露目として一般のお客さま向けの 
 プレオープンを実施します。 
 また、JREポイント会員でシャポー本八幡の顧客約2,000名様には招待状を送付、プレオープンに 
 招待状をお持ちの方には各ショップからプレゼントを用意しています。 
 

 プレオープン：4月4日（火）13：00～19：00 
 

■主な開業特典 
・シャポー×一澤信三郎帆布コラボバッグプレゼント（JREポイント会員様限定 100個） 
 各ショップで2,000円以上お買上げ（合算不可）のお客さまに抽選でトートバッグをプレゼント！ 
 

・各ショップでオリジナル商品をご用意しています。 
   

 ※一部商品をご紹介 
   

鶏むら 
あぶり焼き親子丼・鶏かつ丼 
（注文販売） 

豆狸（まめだ） 
千葉県産地鶏のいなりずし 

グリーン・グルメ 
和×洋×アジアセット  

三原堂本店 
八幡ロール 

eashion(イーション) 
豆腐ハンバーグ重 

（イメージ） 


